信州新町地区住民自治協議会だより
平成 2９年３月１日発行 信州新町地区住民自治協議会（長野市信州新町支所内）
信州新町地区住民自治協議会（
信州新町支所内）

犀川の減災対策を考えるシンポジウムを開催
昭和 58 年９月に発生した台風
年９月に発生した台風 10 号による水害を教訓に犀川増
水時の減災対策を考えるシンポジウムが２月５日（日）に信州新
町中学校愛郷講堂で開催されました。
シンポジウムでは、基調講演として犀川治水対策事業に携わっ
た長野県の担当者から治水対策の取り組みや、犀川水系の電力ダ
ムを管理している東京電力パワーグリッド株式会社松本電力所の
担当者から、電力ダムの概要や大規模出水時の情報共有と連携に
ついて報告がありました。
また、減災をテーマにパネルデイスカッションが開催され、新
町水防対策会の黒岩重仁
町水防対策会の黒岩重仁会長や関係者による熱心な討論に参加者は耳を傾けていました。
黒岩重仁会長や関係者による熱心な討論に参加者は耳を傾けていました。

各部会の活動内容など
教育・文化部会

■人権を考える地域懇談会が開催されました。
人権を考える地域懇談会が開催されました。

昨年、11
昨年、11 月から各地域公民館ごと計画され、ＤＶＤを視聴
月から各地域公民館ごと計画され、ＤＶＤを視聴した後
計画され、ＤＶＤを視聴した後、人権
した後、人権
教育指導員の笠原指導員、武田指導員と懇談会が行われました。
教育指導員の笠原指導員、武田指導員と懇談会が行われました。
懇談会では、ＤＶＤの感想や地域のコミュニケーション
懇談会では、ＤＶＤの感想や地域のコミュニケーション、
ＤＶＤの感想や地域のコミュニケーション、各家庭でのコミ
ュニケーション、身近で起きている人権問題等について意見交換を行いまし
ュニケーション、身近で起きている人権問題等について意見交換を行いまし
た。
「越道区での懇談会の様子」⇒
越道区での懇談会の様子」⇒

環境・地域振興部会

■資源・古着回収にご協力をお願いします。

３月５日（日）は第３回資源・古着回収日です。新聞雑誌・ダンボールや
古着の回収を行います。
住民の皆さんは当日朝８時までに各区の指定の場所へお出しください。
大勢の皆さんのご協力をお願いします。

第 44 号

地域公民館の改修工事が行われました。
～新町第二区公民館改修建設竣工
新町第二区公民館改修建設竣工～
竣工～
新町第二区も少子高齢化が進む中、
新町第二区も少子高齢化が進む中、今まで使用していた、
今まで使用していた、生活センタ
ーは二階に会議室があり、
ーは二階に会議室があり、高齢者には 昇降や座っての会議に大変さを
感じることから、
感じることから、平成 27 年３月の区の総会で、
年３月の区の総会で、一階に会議室を作ること
一階に会議室を作ること
が提案され新町第二区公民館改修建設委員会が発足しました
が提案され新町第二区公民館改修建設委員会が発足しました。
され新町第二区公民館改修建設委員会が発足しました。
幾多の会議を重ねた中で、
幾多の会議を重ねた中で、現存の二階建ての横に平屋建ての会議室を
新たに建設する運びになり、
新たに建設する運びになり、各戸より４万円の負担金を頂き
各戸より４万円の負担金を頂き又地区内
頂き又地区内外
又地区内外
の篤志家の
篤志家の方々より多額の
方々より多額のご
より多額のご寄付を
寄付を頂き建設す
建設することができました。
今迄使用
今迄使用し
使用していた
ていた厨房を
厨房をも改修連結
改修連結さ
連結させて全てをバリアフリー化し
バリアフリー化して
使いやすい公民館
使いやすい公民館となり地域の
地域の拠り所と
拠り所として末永く
末永く使用さ
使用されるでしょう。
ょう。
～竣工記念演奏会の様子～
竣工記念演奏会の様子～
11 月３日 西沢市議
西沢市議会議員や
会議員や多くのご来賓をお迎えして盛大
ご来賓をお迎えして盛大に
盛大に竣工式
と同時に
同時に竣工記念演奏会も行われ、
竣工記念演奏会も行われ、第二区皆様の喜びも一入でした。
第二区皆様の喜びも一入でした。
新町第二区長 松田孝男

～牧野島公民館改修工事を終えて～
牧野島公民館改修工事を終えて～
牧野島公民館は、集会機能を果たしている場所が２階となっていたため、
会合があるごとに階段を上っての移動がとても大変だという声や、１階のト
イレが狭くとても使い勝手が悪いという声が多数寄せられておりました。
イレが狭くとても使い勝手が悪いという声が多数寄せられておりました。
そのような状況を鑑み、建設委員会を立ち上げ話し合いを重ねていく中で、
公民館１階の土間を畳の部屋にする改修工事と併せ、トイレを新しくし、更
には水洗化とするべく改修工事を計画いたしました。そこで大きな問題とな
ったのが４百万円
ったのが４百万円を超える経費の問題でしたが、地区住民による寄附金をは
じめ、長野市地域公民館建設事業補助金を活用するなど、当初の計画を上回
る金額を集めることができ、おかげを持ちまして改修工事を無事終えること
ができました。
今回の件で、地域のために力を合わすことができた喜びを感じたところで
今回の件で、地域のために力を合わすことができた喜びを感じたところで
ございます。
牧下区長 芝波田善雄

“信州新町に根ざす” 地域おこし協力隊

～土間から畳の部屋に～

島田裕生

信州新町に移住して以来、早くも
信州新町に移住して以来、早くも 2 年と 7 ヶ月が経ち、6
ヶ月が経ち、6 月末日をもちまして、いよ
いよ 3 年間の“地域おこし協力隊”隊員としての任期を満了することとなりました。
2015 年春に開設した牧田中精進屋の私の牧場には、現在、10
年春に開設した牧田中精進屋の私の牧場には、現在、10 頭の素緬羊がいて、
昨年は 7 頭に種付けを行いました。
そして、今年も冬の出産期を迎え、現時点で、4
そして、今年も冬の出産期を迎え、現時点で、4 頭の子羊が産まれています。多く
頭の子羊が産まれています。多く
の地域の方々から、
「精進屋で羊を飼っている協力隊の島田さん」として認識してい
ただけるようになり、とても嬉しく感じています。

任期満了後も、引き続き牧場
の運営をしつつ、地域内でアル
バイトなどをさせていただき、
現金収入を確保していく予定で
す。妻も、既に長野の病院にて
看護師として勤務しており、今
後も夫婦で協力し合い、このま
ま信州新町に定住していきます。
ま信州新町に定住していきます。
皆様、今後も宜しくお願いいた
します。
します。

ニュース＆お知らせ
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●●●● 赤社資にご協力頂きききき
日
ありがとうございました
平成 年度日赤社資募集結果
総額
８４７，，，，４６２円円円円
内訳
社社社社 資資資資
１１１１，，，，３６２名名名名
８１８，，，，８００円円円円
賛助金
１２２名名名名
２８，，，，６６２円円円円
皆皆皆皆さんからお寄寄寄寄せいただいた日日日日
赤社資はははは、、、、災害時のののの救援救護活動
のほか、、、、地区でででで実施する日常でででで役役役役
立立立立つつつつ赤十字講習会（（（（救急法・・・・家庭
看護等））））やややや赤十字奉仕団のののの育成、、、、
にこにこ赤十字健康教室にににに使使使使われ
てててています。。。。

「救急法講習会」
救急法講習会」の様子
講習会」の様子
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開催のお知知知知らせ
長者山林業体験交流会
～～～～歌声にににに感謝をこめて～～～～
４４４４月月月月 日
日日日（（（（土土土土・・・・祝日））））にににに「「「「長者
山林業体験・ジンギスカン交流会」」」」
日日日日 時時時時 平成 年
年年年４４４４月月月月 日
日日日（（（（日日日日）））） がががが開催されます。。。。
おおおお昼昼昼昼にはジンギスカンやジビエ
午後２２２２時開演
（（（（午後１１１１時時時時 分開場）））） のバーベキュー、、、、採採採採れたての山菜
場場場場 所所所所 長野市信州新町公民館
による天天天天ぷら等等等等でででで山山山山のめぐみを味味味味
３３３３階階階階ホール
わいながらの交流会もももも予定していいいい
料料料料 金金金金 一般 五百円
ます。。。。 また、
「きのこの原木づく
高校生以下無料
りと駒打ちちちち」」」」のののの
おおおお問問問問いいいい合合合合せせせせ先先先先
体験もあり駒打
（（（（ ））））
（（（（竹村）））） ちした「「「「きのこ
主主主主 催催催催 サンコーラス 周年
のののの原木」」」」はははは持持持持ちちちち
帰帰帰帰ることができ
コンサート実行委員会
後後後後 援援援援 信州新町公民館
ます。。。。
信州新町文化協会
参加申込期限 ４４４４月月月月 日
日日日（（（（木木木木））））
信州新町地区住民自治
参加費
一一一一 般般般般
１１１１，，，，５００円円円円
協議会
信州新町地区社会福祉
中学生以下
無料
おおおお問問問問いいいい合合合合せせせせ 市信州新町支所
協議会
コン・ブリオ
産業振興担当 電話

ハートラちゃん

29

●●●●事務局長就任のお知知知知らせ
今年２２２２月月月月６６６６日日日日から塚田悦啓さん
をををを事務局長にににに迎迎迎迎ええええ、、、、事務局員、、、、地地地地
域域域域福祉ワーカーとともに併併併併せて３３３３
名名名名でででで気持ちも新新新新たに活動をををを推進しししし
てまいります。。。。皆皆皆皆さんのご支援をををを
よろしくお願願願願いします。。。。

塚田 悦啓

25

大勢のののの皆様のののの御御御御来場をををを心心心心かかかか
らお待待待待ちしております。。。。

事務局長

25

29
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～平成 29 年度住自協カレンダーの販売について～
『住自協カレンダー』を広報４月号と併せて全戸配布します。
信州新町の自然が満載している「地域のカレンダー」です。全戸配布とは別に１冊 350 円で販売します。
ご希望の方は住自協事務局
（なお、冊数に限りがあります。
ご希望の方は住自協事務局 電話 262262-4792 までお申込みください。

３月の予定
３月のイベント
２日

木

１０：００

子育て食堂

信州新町公⺠館

４日
５日

土

高校卒業式

篠ノ井高等学校犀峡校

日

第３回 資源・古着回収

８時までに各集積所へ

６日

月

９：００

9日

木

１０：００

よってけ家・スマイルボウリング

福祉センター

男性料理教室

福祉センター

１１日

土

卒園式

信州新町保育園

世代間交流「ふれあい広場」

信州新町公⺠館ホール

１４日

火

ふるさと塾（11）

信州新町公⺠館

乳幼児健診

⻑野市信州新町⽀所・公⺠館

１６日

木

１８日

土

２０日

月

９：３０
１３：００

水辺の風景展

９：００
２１日
２６日

火
日

〜６月中旬まで

信州新町美術館

中学校卒業式

信州新町中学校

小学校卒業式

信州新町小学校

ワークショップ・化石レプリカ教室

信州新町博物館

ビデオ上映会

信州新町博物館

よってけ家・レクリエーション③

福祉センター

終業式

篠ノ井高等学校犀峡校

表札作り講座（５）

信州新町公⺠館

植物化石を探そう

（集合場所：茶⾅⼭動物園南⼝駐⾞場）

信州新町博物館

信州新町美術館・有島生馬記念館・化石博物館情報紹介コーナー

下村為山を知っていますか？
下村為山は愛媛県松山市で慶応元年（1865）に生まれ、洋画家、墨彩画家、俳人として
活躍した人です。当美術館にも宮本沙海氏を通して、作品が寄贈されています。
同郷の正岡子規の影響を強く受け、洋画家として将来を嘱望されたにも係わらず、俳句
にものめりこみ、最終的には俳趣味のある芸術性の高い作品を数多く残しています。
特に「鶏頭」
「牡丹」
「柿」
「バラ」など為山独自の華麗な「紅色」に彩られた俳趣味豊か
な絵は高い評価を受けています。
晩年（昭和 20 年）は、上水内郡信濃町に疎開し、その後富山県に移り、昭和 24 年に東
京に帰りたい気持ちを残して亡くなっています。
小山正太郎の洋画塾不同舎では、中村不折とともに秀才とならび称されていましたが、
俳句の道を目指し、墨彩画に転じて、最終的には市井の一俳画家としての生涯は、為山に
とっては本意ではなかったかもしれませんが、気位が高く、妥協をしない純粋な人であっ
たといえるかもしれません。
美術館の２階第３展示室には、この下村為山とその流れを汲む内山雨海、宮本沙海など
の墨画を３月 10 日から４月中旬まで展示していますので、この機会にご覧いただければ
幸いです。
信州新町美術館長 瀧澤一彦
安心して暮らせる地域社会づくりを支えます。

電話 262-2300 (代)

冠婚葬祭
各種イベント
各種イベント
宅配弁当
ｅｔｃ．
．
．
ご相談ください
相談ください

ＮＰＯ法人
(特定非営利活動法人)

ふるさと
長野市信州新町新町３１－２

FAX 262-3421

あなたの愛車の総合コンサルタント

